
　

TESTIMONYTESTIMONY礼拝開始（10時30分）10 分前には席に着き、祈りの時間を
持ちましょう。一致の祈りは大きな力です。

通読のツボ
※1日 1章ですと約3年で通読できるペースです。

ディボーション登録ディボーション登録
右のQRコードを読み込むとメールソフトが起動します。
何も入力せずそのまま送信ください。
毎日のディボーションが届きます。

右のQRコードを読み込むとメールソフトが起動します。
何も入力せずそのまま送信ください。
毎日のディボーションが届きます。
※ｇmail などのフリーメールなどをオススメします。※ｇmail などのフリーメールなどをオススメします。

今後の予定今後の予定-誕生者の方、おめでとうございます。新しい1年も祝福されますようにお祈り致します
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　私が教会に導かれイエス様に救っていただくきっかけになったこと
について思い出しました。
始まりは子育てサークル｢たんぽぽ｣でした。私は寝ない赤ちゃん ( 淳
平 ) に悩んでいました。旦那はいいとこ取りの子育てしかしないし、
頼るところもなく、もう息が詰まるような生活でした。そんな中、昔
の友人からさちよさんに繋がり、このリバーサイドに導かれました。
礼拝に参加するまでは、かなり時間がかかったのではないかと思いま
す。礼拝体験第１回目で私は衝撃を受け、これが本物の神様だと確信
を持ちました。元々目に見えないものを意識する人間だったので、神
様が受け入れられたのかな、と思っていましたが、今になって、私へ
のたくさんの祈りがあったから、私の目は開かれたのだとわかりまし
た。
私のために祈ってくれた人がいる、と思うと感謝でいっぱいになりま
す。本当に幸せなことです。
以前も、Cセルの家族に教え子のバーについていってもらいました。
本当に怪しいバーでした。１人で行くのは辛かった場所でした。その
ときもわざわざついてきてくれて、一緒に祈ってくれる教会の家族に
心からの感謝を感じました。
たんぽぽクラブや教会の家族を思ったとき、この御言葉が出てきまし
た。
｢喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい｣ローマ 12章 15
節
共に祈り、歩んでくれる教会の家族に感謝です。今まで１人で乗り越
えようとしてきたことを一緒に背負ってくれる神様がいること、そし
て仲間がいることをあらためてありがたく思います。
　そして、私も人のために祈り、力になりたいです。いろいろあって
種を蒔くことを恐れてしまうことがあったけど、やっぱり私は種を蒔
き続ける者でありたいと思います。詩篇 126 章 5節｢涙とともに種を
蒔く者は、喜び叫びながら刈り取ろう。種入れをかかえ、泣きながら
出て行く者は、束をかかえ、喜び叫びながら帰って来る。｣
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（ ２０２０年７月１９日 ）
（要約者：富岡美千男）

サランオンライン
礼拝（ユース）

誕生者のお祝い 黙示録　福澤師

　今週はエステル記 (10 章 ) からヨブ記 (1 章～ 6章 ) になります。
ヨブ記はしばしば誤解して読んでしまう事があります。ヨブ記に入
る今週はまずそこから理解していきましょう。ヨブ記のテーマは何
か。 
1. 一般の認識
(1) 人生にはなぜ苦しみがあるのか。 
(2) 善良な人がなぜ苦しむのか。 
(3) 神が愛なら、なぜ悲劇が起こるのか。 
(4) しかし、ヨブ記にその答えを求めても、答えはない。
こんな風に思われがちです。もし、そう思って読むならヨブ記を正
しく読むことは出来ません。正しい理解は次の通りです。
(1) 神はいかなる場合でも主権者であり、ご自身の行動について人
間に説明する 必要はない。 
(2) いかなることが起ころうとも、それは最善の結果につながる。 
(3) 苦しみに会ったとき問うべきは、「なぜ」ではなく、「では、い
かに生きる べきか」である。
(4) ヤコ 5:11 「見なさい。耐え忍んだ人たちは幸いであると、私た
ちは考えます。あなたがた は、ヨブの忍耐のことを聞いています。
また、主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、
あわれみに満ちておられる方だということです」
ヨブはこの苦しみを通して、より深く神と交流できるようになった。 
(5) 義人が理由なく苦しむ例
義人の苦しみという大きなテーマはイエス・キリストの十字架の苦
しみによる救いへと繋がって行きます。
この正しい理解を持ってヨブ記を読み進めて行きましょう！

牧　一穂　牧師
行司佳世伝道師

日名　洋
富岡　牧
西嵜孝之

　１日　實金由香利
　５日　泉水一護
　６日　村部直飛
１０日　山崎　風
１２日　中島好正

１２日　富岡凱千
１４日　中村　哲
１５日　ﾌｨﾘｯﾌﾟｱﾗﾊｲﾘｹﾞﾝ
１７日　岡本享子
１７日　曽我悠真

１８日　楢村明子
２１日　平山幸代
２３日　亀澤佐代子
２４日　西山秀平
２５日　曽我佐知子

２５日　真砂香和
２５日　神達良子

　

7 月の誕生者

メッセージ：
司　　　会：

：
代 表 祈祷：
献　　　金：

：

山本洋子　

聖餐礼拝
スモールファミリー 

　　ユースキャンプ

                     あぐりパーク

　最近励ましが必要な方はいますでしょうか。またコロナの時期の中
どの様に教会に通っていない人達にイエスキリストの希望を伝えるこ
とができるだろうか真剣に悩んでいる方はいますでしょうか。この日
本に主の計画が民族に現れるのだろうか、日本の大リバイバルが一億
二千万人に対して起こるのだろうかと悩んでおられる方はいますで
しょうか。
そんな方に映画「赦しの力」を紹介します。福音直球で聖書の御言葉
が開かれています。イエスキリストの愛を通して一人の少女が回復し
ていきます。まさに今の日本に必要なのは聖書のメッセージです。
親子関係や夫婦関係ギクシャクされている方はいるでしょうか。是非
見て下さい。
イエス様は奇跡や偉大な天の御業ではなくてイエス様が選ばれた道は
私達一人一人のような弱さを持った者を通して神の福音、神の国が広
がる事、キリストの教会を建てあげる事によってこの世界を回復させ
ようとして今も信じて働いておられる方が私達の主であります。
イエス様が教えられた宣教についての１０の教えというシリーズ最後
のところですが、イエス様が１０のポイントを教えてくださったとい
う事を心に刻みながら私達一人一人イエス様が導かれる宣教に携わっ
ていきたいと思います。
①選択
②方向性
③メッセージと働き
④必要経費
⑤人材
⑥警告と奨励
⑦アイデンティティと自信

イエス様は選択される方、方向性をはっきりと示される方、その内容
のメッセージと働きを教えてくださる方、必要経費は何処から出てく
るかはっきり教えてくださる方、一人ではできなく人材が必要である
と教えてくださる方、それだけ揃ったとしても私達が進む時に楽な道
ではないと警告を教え励まし与えてくださる方、そのような混乱の中
であなたは、私は誰か。とはっきり持っていなさいというわけです。
この映画の中でも自分はクリスチャンだと思っていたコーチが、ある
人と出会ってあなたは誰ですか？と聞かれます。私は高校の教師だと
答えます。では、高校の教師の仕事が無くなったらあなたは誰ですか。
誰かの夫で誰かの親かな？ではヨブのようにそれが取り除かれてし
まったらあなたは誰ですか。アメリカ人かな？ではそれさえも取り除
かれてしまったらあなたは誰ですか。あなたはイエスキリストにあっ
て誰かと言う答えがクリスチャンですが出てこないのです。私達はク
リスチャンでありながら多くの鎧をかぶってこれが永遠の様に続くか
の様に錯覚しながら本当のアイデンティティを失って生きてしまって
います。しかし、この映画のメッセージは御言葉の力を通してはっき
りと神様は、私達は誰か。仕事が変わっても、健康が無くなっても、
国籍が変わったとしても、家族が先に逝ったとしても私は誰なのかと
いう事を永遠にしっかりともつことができると聖書は教えています。

霊の戦いがあるとイエス様はおっしゃっています。私達のアイデン
ティティは何かという時にイエス様がはっきりと私達のアイデンティ
ティは、あなた達は私の弟子なのだ。私に似た者となる事を決心して
歩み始めた者なのだ。イエス様の考え方、イエス様の価値、イエス様
のやり方が第一とならなければいけない。第一となった時に周りの人
との関係が今までとは違った事になっていくことを覚悟しなければな
らないという事です。霊の戦いとはどういう事でしょうか？
私達は戦争をする存在ではありません。しかし今までこの世界の価値
観で生きてきたけれども私は今日から神様にあってこういう生き方を
しますと決めた時に家族や仕事場の人達は驚きます。そして一旦は関
係が悪くなることもあるかもしれません。しかしイエス様を第一にし
ていく時にイエス様ご自身が赦しと和解と回復と私達の想像を超えた
偉大な御業をイエス様ご自身がされるという事を見ることができま
す。
第一テモテ５：８、第一テモテ３：４．５
私達は家族からの傷が多いと家族を遠ざけてしまいますがこのみ言葉
を受けた時に家族は捨てていいと思ってしまいますが、そうではあり
ません。聖書は明確にキリストを信じる者がいるならば誰以上に家族
を愛していく存在にならなければいけないと教えています。家のリー
ダーである父、母の存在は教会も仕事も大切ですが家族の中で輝くこ
との大切さを使徒パウロは伝えています。

イエス様は戦いがあるけれども選べる道があると言っています。
イエス様は私の弟子となりたければ日々自分の十字架を背負って私に
ついて来なさいと明確におっしゃられたお方です。私達一人一人が背
負うべき十字架が必ずあります。背負いたくないです。捨てたい、逃
げだしたい、投げ出したいのです。しかし、イエス様はその十字架を
背負われ、あざけりの道、ゴルゴダへ向かうカルバリの道をイエス様
は歩かれたのです。私達のイエス様はお前一人が十字架を背負えと言
う方ではありません。
私達に委ねられた十字架を背負って行く時に目を上げて見てみるなら
ば確かに自分の前を私の為の十字架を背負われて血だらけになったそ
の背中を私達は見ることができます。
血だらけで鞭打たれて私の為に十字架を背負ってくださっているその
十字架には愚かな過ち犯した全ての罪状が書き記されているその十字
架を背負われて一歩、一歩と歩かれているイエス様を後ろから見ると
きに私達の道は、はっきり現れます。それがイエス様の弟子になって
いくことです。
福音の素晴らしさ十字架もちろんですが、その向こうにある復活です。
イエス様は確かに死なれました。ですから私達も死を要求しますがイ
エス様にあって死ぬ時に完全に言葉をなくす時に復活の御業が起きま
す。皆が生き、こんな道があったと驚き、成長し輝き、お互いに尊敬
しあう不思議な御業が起きます。しかし、それは一人の人が十字架を
背負う決断をした時に御業が起こるのです。
イエス様は回復の方です。再建の主、希望の主です。しかし、私達自
分が背負うべき十字架を他の人に背負わそうとした時に人間的な争
い、戦いが一番大切な関係の中から起こってしまう事を経験していま
す。
イエス様は私の後について来なさい。私がビアドロローサの歩んで行
くその道をあなたは見ているか。その一歩を踏み出していきましょう。
こ６か月間色々な事があったと思います。一番大切な人との関係の中
であの人は赦せないというリストがありますでしょうか。イエス様は
今日置きなさいと言っています。２０２０年前半大変だったけど復活
の御業を見る後半期を私はあなたに経験してもらいたい、その一つの
道は私が歩んだたった一つの道しかないことをイエス様は教えてくだ
さっています。

私達は人材が必要です。人の働きも必要ですが自分一人ではできない
のです。誰かが必要で自分自身を支えてくれる人も必要であれば私達
も誰かを支えていくときに神の国が広がっていきます。
私達は共に協力し合っていかなくてはいけません。私達は誰かに受け
入れてもらいたいと考える存在です。あなた方をイエスの御名によっ
て受け入れる人は私を受け入れます。

「イエス様が教えられた宣教についての１０の教え」
　　　　　　　　　　　マタイ１０：３４～４２ 

　　　

⑩サポート　マタイ１０：４０～４２

⑨二者択一　マタイ１０：３８．３９

⑧霊の戦い

 

⑦アイデンティティと自信

さいごに　～次世代の子どもたちへ～
　今は預言者ではありませんが次世代の子どもたち、中高生たち
は将来の預言者です。ある人が国は次世代から借りているものだ
と表現しました。だから、大人たちは次世代から借りているもの
だからこの国を大切に守って次の世代に譲っていかなくていけな
いと明言を残しました。この教会は次世代から借りているものだ
と思います。
ですから私達がどの様に愛し合いどの様にして教会を愛していく
かその任務を終えた時
に次の次世代から立ち上がって想像を超えた偉大な御業をしてく
れると信じています。
アメリカの大統領ジミーカーターは任期前と任期後、今に至るま
で主日学校の先生をやっています。大統領でしたけど何よりも自
分の教会で一人の子どもに絵本を読んであげる。一人の子どもの
名前を覚えて愛していくことがこの国を愛することだ。神の国を
愛することだと信じている素晴らしいリーダーです。
私達がサポートし合い小さい者たちに一杯の水でも飲ませるとき
に主が私達の想像を超えた偉大な御業を成してくださる。これか
らのリーダー達と共にサポートし合いながらイエス様に従ってい
く弟子となっていきたいと思います。
見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。

　今は預言者ではありませんが次世代の子どもたち、中高生たち
は将来の預言者です。ある人が国は次世代から借りているものだ
と表現しました。だから、大人たちは次世代から借りているもの
だからこの国を大切に守って次の世代に譲っていかなくていけな
いと明言を残しました。この教会は次世代から借りているものだ
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かその任務を終えた時
に次の次世代から立ち上がって想像を超えた偉大な御業をしてく
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で主日学校の先生をやっています。大統領でしたけど何よりも自
分の教会で一人の子どもに絵本を読んであげる。一人の子どもの
名前を覚えて愛していくことがこの国を愛することだ。神の国を
愛することだと信じている素晴らしいリーダーです。
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く弟子となっていきたいと思います。
見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。

セル祈祷会

平澤初実


